
都道府県コード 60003

平成 年度22

山形県 事業計画



１．今年度に都道府県及び市町村が実施する活性化事業（交付金相当部分） （単位：千円）

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

21,280                        

109,195                                                          

1,335                          

-                                

18,249                        

65,264                                                            

--

574                            

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

439                            

3,093                          

174,459                                                          

-

53,037                        

- -

17,675                        

-

（１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

800                            

（３）消費生活相談員養成事業

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（５）消費生活相談窓口高度化事業

-                                

管内全体の研修参加

42%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

②年間研修総日数

②年間研修総日数

事業計画【総括表】

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

7,744                          

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（７）食品表示・安全機能強化事業

3,705                          10,355                        

市町村

-                                

-                                -                                

4,318                          4,750                          

2,640                          1,840                          

合計

平成

事業名

22 年度 山形県

都道府県

-                                

20,706                        

896                            

432                            

10,002                        11,278                        

7,744                          

6,650                          

4,297                          

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 73,743                                                            

都道府県予算

消費者行政予算総額

-                                

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（11）一元的相談窓口緊急整備事業

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

法人募集型

7,390                          

合計 73,743                        



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

消費生活相談員養成講座の開催及び巡回訪問事業の実 4,297                 4,297          委託料、旅費、会場使用料、書籍購入費

21,677        

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

別表１ 都道府県実施事業分

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化）

啓発資料の作成等

事業の概要

基幹的な消費生活相談窓口の増設等

―

弁護士等の活用

―

―

⑦消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

―

旅費国民生活センター等主催研修への参加支援

事業経費

3,735          
事務所の改修、機材・事務用機器の設置、消費生活セ
ンターに関する住民への周知に係る経費

事業名 対象経費

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

食品表示・安全に関して消費者への啓発を強化するた
めパンフレット作成費

広報資料・コンテンツ作成・購入費

基金（交付金相当
分）対象経費

896                    

謝金、旅費

3,705                 

報酬・賃金、社会保険料（雇用主負担分）、時間外勤
務手当

―

消費生活相談員等の配置 10,943         

896             

啓発資料の作成等 574             

432                    

800             

432             

800                    

574                    

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業 ―

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計

―

―

20,706               

10,002                



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）―

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

国民生活センターが実施する研修会への相談員の参加を支援
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

①国民生活センターが実施する研修会　②県が実施する消費生活相談員養成講座　③県が実施するＯＪＴ　　への相談員の参加を支援

―

（強化）

（既存）

―

―（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

啓発用パンフレットの作成

―

―

―

―
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（既存）

（既存）

基幹的な消費生活相談窓口：３箇所（2箇所増設）（最上消費生活センター、置賜消費生活センター）、新聞折込による相談窓口の周知

―

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名

弁護士等を活用し、高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化（４地域）。

なし

（強化）

基幹的な消費生活相談窓口：１箇所

⑦消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（強化）

消費生活相談員数8人（既存）

―（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

弁護士等を活用し、高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化（１地域）。

⑩商品テスト強化事業

消費生活相談員数11人・啓発担当職員1人

啓発用パンフレットの増刷及び各種啓発物品（ポケットティッシュ、エコバッグ、クリアファイルなど）の作成・購入

（強化）

（既存）

―

―

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

―

啓発用パンフレットの作成等
⑧食品表示・安全機能強化事業

―

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

―

（強化）―

なし

消費生活相談員養成講座の開催及び市町村等巡回訪問事業の実施



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（都道府県分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（都道府県分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

人日

実施形態

10    10,943            

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

8,850              

研修参加・受入要望

実地研修受入人数人

年間研修総日数 人日

参加者数

年間実地研修受入総日数

人

自治体参加型 法人募集型



１．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

山形市、東根市、新庄市、米沢市、長井市、鶴岡市 3,724          

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

寒河江市、村山市、天童市、尾花沢市、中山町、河
北町、西川町、朝日町、大石田町、金山町、最上
町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、
南陽市、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、三川
町、遊佐町

7,785          

上山市 3,002          

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

2,926          相談室の新設・事務機器の設置等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

7,744          

相談窓口の整備等（６か所）

相談窓口の整備等（23か所）

3,724          

概要

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

相談員等への研修参加支援（20か所）4,318          

消費者被害防止のリーフレット作成・配布等（34か所）17,713         

食品表示に係る研修会開催・研修参加支援（２か所）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

1,840          弁護士等を活用した相談会の実施（３か所）

山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根
市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、
朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形
町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、米沢市、
長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹
町、飯豊町、鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊
佐町

消費者団体との連携強化（２か所）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根
市、山辺町、中山町、西川町、大江町、新庄市、金
山町、米沢市、長井市、小国町、白鷹町、鶴岡市、
酒田市、庄内町、三川町

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

11,278         相談員への人件費支援、消費者行政担当者の時間外手当（７か所）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

山形市、酒田市 439             439             

17,675         

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

11,279         

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
山形市、寒河江市、上山市、天童市、東根市、金山
町、長井市

上山市、遊佐町 115             

4,320          

米沢市、長井市、酒田市 1,840          

2,978          

115             

合計

東根市、西川町、朝日町、新庄市、金山町、最上
町、大蔵村、南陽市、川西町、小国町、庄内町

2,978          

53,195        

弁護士等を活用した相談会の実施等（11か所）

53,037        



２．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

３．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

13    8,924.5 11,278            

研修参加・受入要望

参加者数

年間研修総日数

人

実施形態 自治体参加型 法人募集型

人日

実地研修受入人数

人日 年間実地研修受入総日数

人



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

10,324             

49,584             

1,800               千円1,292               

55,615             

千円 20,706             

45,291             

53,037             

①都道府県の消費者行政予算

平成21年度 平成22年度

130                

交付金相当分 73,743            

千円

20,706            

53,037            

積増し相当分

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

174,459           161,576           

千円 65,264             千円

10,382            

56,158             

千円

千円 9,649               

508                千円

千円

千円

千円

千円

1,786              

千円

59,908            

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

千円

千円

千円

13,835            

-

-219               

42%

-

49%

千円

千円

千円

-

千円

-千円

963                

千円

-

千円

千円

3,453              

3,234               

12,883            

千円

千円

455                千円

105,961           

チェック項目

-

32%

-

-

-

前年度差

-733               千円

109,195           

千円 44,558             うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）取崩し額

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 100,716           -952               

千円

56,377             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

101,668           

2,749              

73,743            

千円

千円 949                 494                 

千円



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

３．基金の管理

人

-        

-        平成22年度末予定 人

相談員数

相談員数

11       

うち委託等の相談員

具体的内容

専門的な知識及び経験を有する相談員の報酬を、月額1,000円増額

人相談員数 相談員数平成21年度末

○

-        平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数

平成21年度末 相談員総数

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

8        

-        

75                                    

平成21年度末

平成21年度末

平成22年度末予定8        

130                                  千円

④その他

処遇改善の取組

○

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

千円

千円

千円平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

292,200                            

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 292,546                            

設置当初の基金残高（交付金相当分）

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成22年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

国民生活センター等主催研修の受講機会を拡充

千円

相談員総数

千円

千円

219,146                            

千円49,815                              

人

49,836                              

千円

11       

平成22年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成22年度末の予定基金残高（積増し相当分）

343                                  

73,743                              

49,891                              

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分）

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）
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